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簡単＆便利な電子申請→ 詳しくはP１８へ

｜申請受付期間

酒類販売事業者支援給付金

申請の手引き

｜神奈川県ホームページ

2021年７月１日（木）～10月31日（日）

「酒類販売事業者支援給付金」

酒類販売事業者支援給付金 検索

（令和３年９月13日更新版）



＜電子・郵送とも＞

２０２１年7月1日（木） ～ 10月31日（日） （当日消印有効）
※申請受付期間を超えた場合、受付はできませんので、あらかじめご承知おきください。

※本給付金は、申請内容を電子申請で事前登録していただくと、審査がスムーズに進みます。
詳しくは手引きの１８ページ及び県ホームページ（酒類販売事業者支援給付金）をご覧ください。

神奈川県では、2021年4月から６月にかけての緊急事態宣言及びまん延防止等重
点措置に伴う飲食店への休業・時短要請又は外出自粛要請等の影響により、売上が
大きく減少している県内酒類販売事業者等を特に支援するため、国の月次支援金に
対して、給付金額を加算するとともに、支給対象を拡大して県独自に給付します。

１．酒類販売事業者支援給付金とは？ その１

申請
受付期間

趣 旨

給付額

※１ 中小法人等とは、資本金等10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は

常時使用する従業員数が2,000人以下の法人をいいます。

※２ 個人事業者等とは、個人で開業し主たる収入を事業所得で確定申告した個人事業

者又はフリーランス若しくは主たる収入を雑所得若しくは給与所得で確定申告した

方をいいます。

給付額
2019年又は2020年の基準月（4・５・６月）の売上－
（2021年の対象月の売上＋国の月次支援金の給付額）

給付
上限額

（売上減少率30％以上７０％未満）
中小法人等※１ 20万円/月
個人事業者等※２ １０万円/月

(売上減少率７０％以上）
中小法人等※１ ４０万円/月
個人事業者等※２ ２０万円/月

基準月 2019年又は2020年における対象月と同じ月

対象月

2021年4月から６月にかけての緊急事態宣言及びま
ん延防止等重点措置が実施された月のうち、対象措置
の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、
売上が30％以上減少した2021年の月

１

申請方法 電子申請又は郵送による申請



給付額の算定例

１．酒類販売事業者支援給付金とは？ その２

※国の月次支援金の給付対象者については、売上減少額から国の月次支援金の給付可能額を控除

し、 県の給付額を算定します。

①基準年が20１９年のケース(売上減少率30％以上５０％未満)
中小法人(決算月が３月、対象月が４月の場合)
・2019年の4月の月間法人事業収入・・・５０万円
・2021年の4月の月間法人事業収入・・・３５万円
５０万円－３５万円＝1５万円(売上減少額)＜20万円(県の給付上限額)
給付額１５万円 （売上減少額を超える給付金は受給できません)

②基準年が2019年のケース(売上減少率50％以上７０％未満)
中小法人(決算月が３月、対象月が４月の場合)
・2019年の4月の月間法人事業収入・・・１００万円
・2021年の4月の月間法人事業収入・・・５０万円
１０0万円－５０万円＝５0万円(売上減少額)
５０万円(売上減少額)－２０万円(国の月次支援金)※＝３０万円
３０万円>20万円(県の給付上限額)
給付額２0万円

③基準年が2019年のケース(売上減少率７０％以上)
中小法人(決算月が３月、対象月が４月の場合)
・2019年の4月の月間法人事業収入・・・１００万円
・2021年の4月の月間法人事業収入・・・３０万円
１０0万円－３０万円＝７0万円(売上減少額)
７０万円(売上減少額)－２０万円(国の月次支援金)※＝５０万円
５０万円>４０万円(県の給付上限額)
給付額４０万円

中小法人等の場合

２



１．酒類販売事業者支援給付金とは？ その３

①基準年が20１９年のケース(売上減少率30％以上５０％未満)
・20１９年の4月の月間事業収入・・・３０万円
・2021年の4月の月間事業収入・・・21万円
30万円－21万円＝９万円(売上減少額)＜10万円(県の給付上限額)
給付額９万円 （売上減少額を超える給付金は受給できません)

②基準年が2019年のケース(売上減少率50％以上７０％未満)
・2019年の4月の月間事業収入・・・１００万円
・2021年の4月の月間事業収入・・・５０万円
１００万円－５０万円＝５０万円(売上減少額)
５０万円(売上減少額)－１０万円(国の月次支援金)※＝４０万円
４０万円>１０万円(県の給付上限額)
給付額１０万円

③基準年が2019年のケース(売上減少率７0％以上)
・2019年の4月の月間事業収入・・・１００万円
・2021年の4月の月間事業収入・・・３０万円
１００万円－３０万円＝７０万円(売上減少額)
７０万円(売上減少額)－１０万円(国の月次支援金)※＝６０万円
６０万円>２０万円(県の給付上限額)
給付額２０万円

個人事業者等の場合

給付額の算定例

３

※国の月次支援金の給付対象者については、売上減少額から国の月次支援金の給付可能額を控除

し、県の給付額を算定します。



２．給付対象は？

※１「対象措置」とは、緊急事態措置又はまん延防

止等重点措置のことを指します。

※２「反復継続した取引」とは、2019年の対象月

同月及び2020年の対象月同月のそれぞれの期

間において複数回の取引を行っていることを指し

ます。ただし、契約形態等により、複数回の取引を

行っていない場合は、1回の取引がその事業の主

たる取引となっていれば可とします。
4

恐れ入りますが、本給付金の対象外です。

はい

いいえ

いいえ

★保存書類の
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給付対象にな
ります。

X-2区分

Ｙ区分

Z-1区分

Z-2区分

はい

はい

はい

はい

いいえ いいえ

あなたのお客様は
消費者と

直接取引し
ている

他社経由
で取引
している

直接取引
している

はい

ここからスタート
・対象月において酒類販売免許または酒類製造免許を取得し、
県内に本社若しくは主たる事業所を有する中小法人等又は県
内に住所を有している若しくは県内で主たる事業活動を行う
個人事業者等である。
・地方公共団体による、対象月における休業又は営業時間短縮
の要請に伴う協力金（新型コロナウイルス感染症対応地方創生
臨時交付金を活用して措置しているもの）の交付対象である
飲食店等ではない。

恐れ入りますが、
本給付金の対象

外です。

いいえ

はい



３．宣誓・同意事項

宣誓・
同意事項

5

神奈川県酒類販売事業者支援給付金の給付を受けようとする事業者の方は、
神奈川県酒類販売事業者支援給付金要綱（以下「本要綱」という。）の規定に
基づき、以下の項目について宣誓・同意していただく必要があります。

神奈川県酒類販売事業者支援給付金に係る宣誓・同意書 

 

神奈川県酒類販売事業者支援給付金要綱（以下「要綱」という。）の規定に基づき、給付の申請を行うすべての

対象月分の神奈川県酒類販売事業者支援給付金（以下「給付金」という。）について、次のいずれにも宣誓又は同

意します。 

 

１ 要綱に定める給付金に係る給付要件を満たしており、申請書に記載した内容及びその他の関係書類に虚偽は

ありません。申請書に記載した内容及びその他の関係書類に虚偽が判明した場合又は同意した事項に違反した

場合は、給付金の給付を受けていない場合は給付金の給付を受けることを辞退し、既に給付金の給付を受けて

いた場合は要綱第９条の規定に従い速やかに神奈川県に返還等を行います。 

 

２ 給付金の給付の申請に当たり、神奈川県が要綱第６条第１項に規定する審査を行ううえで必要な対応を行っ

たにもかかわらず、申請者が当該申請について給付要件を満たすことを確認するに足りる対応を行わなかった

ことを理由として、当該申請が不給付となった場合には、要綱第８条第１項第４号に従い、給付を受けたすべ

ての給付金について、返還を遅滞なく行う義務を負う場合があるほか、要綱第６条第３項により、給付を受け

る前の給付金は不給付となり、新たに給付金の給付の申請を行うことができなくなる場合があることに同意し

ます。 

 

３ 2021年３月 31日以前から、酒類販売免許又は酒類製造免許のいずれかを取得して事業を行っており、かつ、

給付金の給付を受けた後にも事業の継続及び立て直しをする意思があり、そのための取組を継続的に行いま 

 す。また、2021年４月１日以降、上記免許の取消等処分を受けていません。 

 

４ 地方公共団体による対象月における飲食店又は大規模施設等に対する休業又は営業時間の短縮に伴う協力

金の支払対象ではありません。また、他都道府県による同種の給付金を受給しておらず、今後も受給する意思

はありません。 

 

５ 確定申告書並びにその裏付けとなる取引内容が確認できる帳簿書類及び通帳並びに神奈川県が定める対象

措置の影響を証明する証拠書類を電磁的記録等により７年間保存します。 

 ※ 帳簿書類とは、日付、取引先、取引内容、取引金額等が証拠書類とともに確認できる売上台帳、請求書、

領収書等を指す。 

 

６ 神奈川県の求めに応じて５で保存している情報を速やかに提出します。 

 

７ 代表者、役員、従業員、構成員等は、次のいずれにも該当しません。 

 ⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号。以下「法」という。）第２条第

２号に基づく規定する暴力団（以下「暴力団」という。） 

 ⑵ 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

 ⑶ 法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの 

 ⑷ 暴力団又は反社会的勢力が経営に事実上参画していること 

 

８ 暴力団又は暴力団員でないことを確認するため、本様式に記載した情報その他必要な情報を神奈川県警察本

部に照会することについて同意します。また、県から暴力団又は暴力団員でないことを確認するための追加書

類の提出を求められた場合は、給付金の受領後であっても応じます。 

別紙１ 



４．申請書はどう書くの？ その１

６

給付申請書兼宣誓・同意書 １ページ目 記入例

❶ 申請日

申請書の提出日を記入して下さ
い。

➍ 法人番号・生年月日

法人の場合は13桁の法人番号
を記入して下さい。
個人の場合は生年月日を西暦で
記入して下さい。

❸ 免許許可年月日

酒類製造・販売免許通知書の年
月日を記入して下さい。

➎ 日中連絡先

日中連絡が取れる方の電話番号
を記入して下さい。

❻ 月次支援金の受給

国の月次支援金を受給している
場合はチェックをして、申請IDを
記入して下さい。

➋ 酒類製造・販売所在地

税務署に申請した製造・販売住
所を記入して下さい。

❷

❸

➏

❹

❹

➎

電子申請で申請内容を事前登録していただくことにより、
審査がスムーズに進みます。
※電子申請のメリット、申請方法は１８ページ又は県ホー
ムページ（酒類販売事業者支援給付金）をご覧ください。

電子申請を推奨します

❶



４．申請書はどう書くの？ その２

７

➐ 給付金振込先口座情報

〇振込先
・通帳等に記載されているとおり正確に記入して下さい。
・口座名義人は、法人の場合は申請する法人名義、個人事業主の場合は代表者本人の名義
に限ります。

〇金融機関名等
・金融機関コードは「金融機関コード（20ページ）」をご確認下さい。
・ゆうちょ銀行の場合、通帳等に記載の記号・番号は支店コード・口座番号とは異なります。
ゆうちょ銀行のホームページ又はお近くのゆうちょ銀行でご確認下さい。

〇口座名義人
・預金通帳等の表紙を１ページめくった中表紙の見開きのカナ口座名義人をそのまま転記
して下さい。

➐

給付申請書兼宣誓・同意書 １ページ目 記入例



４．申請書はどう書くの？ その３

８

❽ 時短対象飲食店との
直接取引がある事業者

対象措置の影響を受けた主な
飲食店を記入して下さい。

⓬ 時短対象飲食店等との
取引がない場合
(①時短対象飲食店等との取引に該当す
る場合は記載不要)

外出・移動自粛要請等による
影響を具体的に記入して下さ
い。

❾ 主な理由

該当する項目すべてをチェック
して下さい。

➓ 時短対象飲食店との
間接取引がある事業者

直接取引がない場合は、商品・
サービスを納入する事業者名
を記入して下さい。

⓫ 主な理由

該当する項目すべてをチェック
して下さい。

主な売上減少の要因を1-1、1-2、 2-1、 2-2 から必ず一つ又は複数選択のうえ必要事項

を記載して下さい。

❽

❾

❿

⓫

⓬

給付申請書兼宣誓・同意書 ２ページ目 記入例



４．申請書はどう書くの？ その４

９

⓮ 申請対象月

今回申請する対象の月にチェックして下さい。
※対象月が複数ある場合はまとめての申請をお勧めし
ます。（月ごとに分けての申請も可能ですが、申請の都度
書類一式のご提出をお願いすることとなります。）

⓯ 対象月の事業収入

2021年の売上台帳より記載して下さい。

⓰ 2019年及び2020年の対象月と同じ
月の事業収入

2019年及び2020年の確定申告書より記載
して下さい。（詳細は12～14ページ参照）

⓱ 基準年の基準月の事業収入
⓰の各対象月の事業収入のうちいずれか高い

数値を記入して下さい。

⓳ 減少率

C/Aを計算し減少率を記入して下さい。

⓴ 国の給付額

国の月次支援金の給付可能額を記入して下さ
い。※国の月次支援金の給付対象者については、
売上減少額から国の月次支援金の給付可能額を
控除し、 県の給付額を算定します。

⓲ 減少額

A:基準年の基準月の事業収入から、B:対象月
の事業収入を引き算して下さい。

※ 青色申告の場合は所得税青色申告決算書に記載の月別売上金額を記入して下さい。白色申告の場合など確定申告において月間事業収入が確認できない場合は確定
申告書に記載の基準年の年間事業収入÷12を記入して下さい。(青色申告を行っている者であって、所得税青色申告決算書を提出しない者を含みます)

⓭
⓮

⓯

⓰

給付申請書兼宣誓・同意書 ３ページ目 記入例

22

県への申請額23

月の給付額

・ 法人（個人）、それぞれの欄に記入して下さい。
・ 減少率30％以上70％未満の欄もしくは減
少率70％以上の欄に記入して下さい。

22

⓭ 電子申請整理番号

電子申請で事前登録された方は、申込完了画
面もしくはメールでお知らせしました整理番号
を必ず記入してください。

給付額の計算

C:減少額からE:国の給付額を引き算して下さ
い。

21

⓳
⓴

⓱

⓲
⓯

21

22

23

⓳
⓴

⓱

⓲
⓯

21



５．必要な提出書類は？ その１
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提出書類一覧

１
給付申請書兼宣誓・同意書

神奈川県酒類販売事業者支援給付金給付申請書兼宣誓・同意書

２

振込先の通帳等の写し
「金融機関名」、「支店名」、「預金種別」、「口座番号」、

「口座名義人（フリガナ）」がわかること

（法人）法人名義の振込口座の通帳の写し

（個人事業者）代表者本人名義の振込先口座の通帳の写し

※ 委任等により申請会社名義以外及び本人名義以外

の口座への振込は対応不可。

※  預金通帳の場合、表紙を１ページめくった中表紙の見開き

インターネットバンキングの場合、上記の情報がわかる

サイトのページ

３

(酒類販売事業者）
酒類販売業免許の通知書の写しまたは酒類販売管理者の選任

（解任）の届出書の写し(税務署の収受印付)

(酒類製造業者）
酒類製造免許の通知書の写しまたは当該免許を有していること
がわかる証明書の写し(所管税務署発行のもの）

４ 履歴事項全部証明書の写し 法人の場合のみ
提出時から３か月以内に発行されたものをご提出ください。

５

本人確認書類 個人事業者の場合のみ
運転免許証、保険証等の写し（住所等
が裏面記載の場合は裏面を含む）
マイナンバーカードの写しの場合は
表面のみ提出してください。

手引き
６～９ページ



５．必要な提出書類は？ その２
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６

2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に
含む全ての事業年度の確定申告書の写し
（法人の場合）

確定申告書別表一の控え、法人事業概況説明書の控え

（個人事業者の場合）
【青色申告を行っている場合】

確定申告書第一表の控え、所得税青色申告決算書の控え

【白色申告を行っている場合】
個人確定申告書第一表の控え

※ 確定申告書別表一及び第一表の控えには、収受日付印が押印（税務署において e-Tax に
より申告した場合は、受付日時及び受付番号が印字）されていることが必要です。なお、 e-
Taxによる申告であって、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は「受信通知
（メール詳細）」を添付することが必要です。

７ 2021年対象月の月間事業収入が確認できる売上台帳等

８ 月次支援金の給付通知書の写し 国の月次支援金を受給した場合のみ

手引き
１２～１４ページ

手引き
１５ページ



５．必要な提出書類は？ その３－１
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「６ 2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含む
全ての事業年度の確定申告書の写し」

法人の場合

確定申告書別表一（最低２枚） 法人事業概況説明書（最低４枚（両面））

・確定申告書別表一の控え（最低２枚）
・法人事業概況説明書の控え（最低４枚（両面））

※ 2019年対象月同月及び202０年対象月同月をその期間に含む「全ての事業年度分」を添付して
ください。

※ 確定申告書別表一の控えには、収受日付印が押印（税務署においてe-Taxにより申告した場合、
受付日時及び受付番号が印字）されていることが必要です。なお、e-Taxによる申告であって、
受付日時及び受付番号が印字されていない場合は「受信通知（メール詳細）」を添付することが必要
です。



５．必要な提出書類は？ その３－２－１
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個人事業者の場合

確定申告書第一表 所得税青色申告決算書

【青色申告を行っている場合】
・確定申告書第一表の控え
・所得税青色申告決算書（1、2ページ）の控え

※ 2019年対象月同月及び202０年対象月同月をその期間に含む「全ての事業年度分」を添付して
ください。

※ 確定申告書第一表の控えには、収受日付印が押印（税務署においてe-Taxにより申告した場合、
受付日時及び受付番号が印字）されていることが必要です。なお、e-Taxによる申告であって、
受付日時及び受付番号が印字されていない場合は「受信通知（メール詳細）」を添付することが必要
です。

「６ 2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含む
全ての事業年度の確定申告書の写し」

2019年及び2020年基準月の事業収入は、所得税青色申告決算書の「月別売上
（収入）金額及び仕入金額」の額を記載してください。
なお、青色申告を行っている場合でも、

・所得税青色申告決算書の控えを提出しないことを選択した場合
・所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない場合又は記載の必要がない場合
のいずれかの場合は、白色申告を行っている方と同様に、基準年の月平均の個人事

業収入を記載してください。



５．必要な提出書類は？ その３－２－２
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個人事業者の場合

確定申告書第一表

【白色申告を行っている場合】
・確定申告書第一表の控え

※ 2019年対象月同月及び202０年対象月同月をその期間に含む「全ての事業年度分」を添付して
ください。

※ 確定申告書第一表の控えには、収受日付印が押印（税務署においてe-Taxにより申告した場合、
受付日時及び受付番号が印字）されていることが必要です。なお、e-Taxによる申告であって、
受付日時及び受付番号が印字されていない場合は「受信通知（メール詳細）」を添付することが必要
です。

「６ 2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含む
全ての事業年度の確定申告書の写し」

2019年及び2020年基準月の事業収入は、基準年の月平均事業収入
（年間事業収入÷12）を記載してください。



５．必要な提出書類は？ その４
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「７ 2021年対象月の月間事業収入が確認できる売上台帳等」

・2021年の対象月の月間事業収入額（合計）が確認できる売上台帳等を添付してください。
・売上台帳、帳面その他の2021年分の確定申告の基礎となる書類を原則とします。
・基本的な事項（対象月、日付、商品名、販売先、取引金額、合計金額等）が記載されている書類で
あれば、フォーマットの指定はありません。
・添付するデータが対象月の月間事業収入であること及び対象月の月間事業収入の合計額が明記
されている資料を添付してください。

日付 取引先名 項目 数量 金額

4月1日

4月2日

4月3日

4月4日

4月5日

4月6日

4月7日

4月8日



６．保存が必要な書類は？ その1
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飲食店の休業・時短営業等の影響関係

・ 申請時の提出は不要ですが、申請者が給付要件を満たさないおそれがある場合に、保存

書類の提出を求める等の調査を行うことがあります。そのため、求めに応じて速やかに提出

できるよう、電磁的記録等により７年間保存してください。

・ その際、保存書類がない場合又は不十分な場合には、「保存書類が存在しない、又は不十

分な理由」や「飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響をどのように受けたのか」等

を確認します。加えて、申請者の販売・提供先等への調査について、申請者にも協力を求め

る場合があります。

※1 対象措置の影響に伴う休業・時短要請等の影響を受けた飲食店

※2 「反復継続した取引」とは、2019年の対象月同月及び2020年の対象月同月のそれぞれの期間におい

て複数回の取引を行っていることを指します。ただし、契約形態等により、複数回の取引を行っていない

場合は、1回の取引がその事業の主たる取引となっていれば、その取引を示す「帳簿書類、通帳」でも可

とします。

上記の証拠書類等を保存していたとしても、自らの商品が対象措置の影響を受けた飲食店に届いていないな

ど、給付要件に該当しない場合は給付対象外です。

直接取引
対象措置の影響を受けた飲食店※1との
反復継続した取引※2を示す「帳簿書類及び通帳」

間接取引

X‐1

X‐2

対象措置の影響を受け
た飲食店との取引関係

保存書類

対象措置の影響を受けた飲食店※１との間接取引先
（卸売市場、流通事業者等）との反復継続した取引※2
を示す「帳簿書類及び通帳」



６．保存が必要な書類は？ その2
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外出自粛等の影響関係

★ 協力金の支給対象となる休業・時短営業の要請を受けていない飲食店については、Yでそれぞれ求められる保存資料に加えて、営業

許可証及び営業時間を示す写真等の同要請対象ではないことを示す書類の保存が必要です。上記の証拠書類等を保存しても、対象措置

実施都道府県の個人顧客と継続して取引を行っていないなど、給付要件に該当しない場合は給付対象外です。

※ Yの書類の保管が難しい場合、『個人顧客との継続した取引を示す「帳簿書類及び通帳」』とあわせて、対象措置実施都道府県の個人

顧客と継続した取引を行っていることが分かる、『顧客データ・顧客台帳又は自ら実施した顧客調査の結果（＝いずれも対象期間は、少

なくとも2019年から申請日までの任意の1週間とする。）』を保管することも可とします。

主に対面で個人向けに酒
類販売を行う事業者

個人顧客との継続した取引（毎日複数回の取引を行っていること。
以下同じ。）を示す「帳簿書類及び通帳」並びに「商品の一覧表、店舗
写真、及び賃貸借契約書若しくは登記簿」※¹
等の神奈川県内で左記事業を営んでいることが分かる書類
※¹ 左記事業を営んでいることが分かる場合は許認可書で代用可

Y

外出自粛等の影響関係 保存書類

直接、Yに酒類の販売を行
う事業者

・ 販売・提供先がYであることを示す書類
・ 加えて、上記販売・提供先との反復継続した取引を示す「帳簿
書類及び通帳」

Z‐1

販売・提供先を経由して、
Yに酒類の販売を行う事
業者

Z‐2

・ 自らの販売・提供先との反復継続した取引を示す「帳簿書類
及び通帳」。
・ 加えて、自らの販売・提供先が、Yとの反復継続した取引を示す
書類又は統計データ

外出自粛等の影響関係 保存書類



７．どのように申請するの？
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申請方法

(i)電子申請
神奈川県ホームページより、電子申請フォームへ進んでください。
「酒類販売事業者支援給付金」

■電子申請のメリット
申請から給付までスムーズに進みます
給付申請書の内容を電子申請で事前にご登録いただくことにより、
振込みまでの流れがスムーズに進みます。
*本電子申請で、申請が完了するものではありません。ご注意ください。

電子申請を推奨します

(ii)郵送申請
＜申請書類の入手方法＞

①上記ホームページからダウンロード
②県政情報センター、各地域県政情報コーナー（各県民センター及び各地域県政
総合センター内）、市役所（区役所）又は町村役場の窓口
申請時、全ての申請書類が揃っていることをご確認ください。

＜郵送先＞〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通７ 日本大通7ビル２階
神奈川県酒類販売事業者支援給付金 事務局 宛

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、持参による申請書類の受付はいたしません。
恐れ入りますが、申請書類は、郵便でお送り下さい。なお、県は郵便事故における責任は負いか
ねるとともに、郵送物の到達確認の問合せには対応しかねますので、到達状況の確認ができる
簡易書留やレターパックなどでお送りいただくことを推奨します。

給付 申請内容が給付要件を満たすと認められた場合は、指定の口座に給付金を振り込み
ます。

結果の通知
給付の場合は、指定口座への振込みをもって通知に代えます。

不給付となった場合にのみ、申請者に通知します。

注意事項

給付金の給付後、給付要件を満たさない事実が発覚した場合は、給付した給付金全
額の返還を求めます。不正受給を行った申請者は、給付を受けた全ての給付金につ
いて、それぞれ、その全額に、受給の日の翌日から返還の日まで、年３パーセントの割
合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその２割に相当する額を加えた額を
支払う義務を負い、知事は、当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を
行います。

問合せ先
支援給付金コールセンター

☎045-９００-５９０７

＜受付時間＞月～金（祝日除く）９時～17時

酒類販売事業者支援給付金 検索



８．よくあるお問合せ
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Q3 前年または前々年の売上がない（2020年7月～2021年３月開業）場合、給付金の対象と
なりますか？（新規開業特例の場合）

A３ 対象となります。売上減少率の計算方法については県ホームページをご覧ください。

Q4 廃業の予定があるのですが、給付金は受け取れますか？

A４ 今後も事業を継続する意思があることが要件となりますので、給付の対象となりません。

Q5 飲食店に対する協力金の受給資格があったが申請していません。この給付金を受け取れますか？

A５ 飲食店の協力金の受給資格がある場合は給付の対象外です。

Q６ 酒類部門の売上減少幅は大きいですが、その他の部門の売上が好調だったため、全体としては、
売上減少率の要件を満たしていません。酒類部門のみで売上減少率を算出してよいですか？

A６ 支援金の売上減少率は、特定の部門ごとでなく、事業者全体としての売上で計算しますので、事業者全体
としての売上の減少率が要件を満たさなければ給付の対象外です。

Q1 本社が県外にある事業者も、県内に店舗があれば給付金の対象になりますか？

Q2 取引先の飲食店は県外でも、給付金の対象となりますか？

A2 緊急事態措置やまん延防止等重点措置が適用されている県外の飲食店との取引も対象とします。

A1 県内に主たる事業所があれば対象となります。ただし、本社がある他都道府県の同種の給付金を受給して
おらず、今後も受給する意思がないことが要件となります。

Q７ 申請は４～6月分をまとめて行うのですか？

A７ 原則まとめて申請していただきますが、４～６月分を分けてご申請いただくことも可能です。
ただし、その場合、申請の都度、必要書類一式のご提出をお願いすることになりますので、一括での申請を
お勧めします。



９．よくある書類の不備
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給付申請書兼宣誓・同意書

申請内容や書類に不備がある場合は、不備補正をお願いするため、審査に時間を要します。

申請前に必ず下記を参考に、申請内容や提出書類が適切かどうかをご確認下さい。

「計算書」の事業収入欄に記載された額と、確定申告や売上台帳等に記載されている事業収入の

額が一致していない。

→ご提出いただいた確定申告書や売上台帳等に記載された事業収入と計算書に記載する事業収

入の額を一致させてください。

※ただし、会計処理上の理由や新型コロナウイルス感染症対策として受給した給付金等を除外した

ことなどにより一致させることができない場合を除きます。

※一致しない場合、追加の書類提出などをお願いすることがございます。

2021年対象月の月間事業収入が確認できる売上台帳等

→2021年の確定申告の基礎となり、基本的な事項

（対象月、日付、商品名、販売先、取引金額、合計金額

等）が記載されている書類をご提出ください。

フォーマットの指定はありません。経理ソフト等から

抽出した売上台帳等や、エクセルで作成したもの、

手書きのものなどでも構いません。

・月間事業収入（売上台帳等）の合計額のみ記載されていて、詳細がわからない。

・月間事業収入（売上台帳等）が酒類部門のみとなっている（事業収入全体となっていない）。

・基準月の月間事業収入は税抜きであるが対象月の月間事業収入（売上台帳等）が税込みで

記載されている（税込み、税抜きが揃っていない）。

・月間事業収入（売上台帳等）の合計金額が明記されていない。

→税務署の収受印が押印されているか

どうか確認してください。

また、e-Taxの場合は、受付日時及び

受付番号が印字されていること、印字

されていない場合は、受信通知（メール

詳細）を同封していることを確認して

ください。

2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含む全ての事業年度の
確定申告書の写し

確定申告書に税務署の収受印（税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時及び

受付番号の印字）がない。

e-Taxによる申告で、受付日時及び受付番号が印字されていない場合に、「受信通知（メール

詳細）」が提出されていない。
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申請書の「給付金振込先口座情報」をご記入の際には、次の金融機関コード表をご参照ください。
なお、下記に記載のない金融機関であっても振込可能です。

あおぞら銀行 0398

神奈川銀行 0530

きらぼし銀行 0137

群馬銀行 0128

静岡銀行 0149

静岡中央銀行 0538

新生銀行 0397

スルガ銀行 0150

大光銀行 0532

第四北越銀行 0140

東京スター銀行 0526

東日本銀行 0525

北陸銀行 0144

みずほ銀行 0001

三井住友銀行 0009

三菱UFJ銀行 0005

山梨中央銀行 0142

ゆうちょ銀行 9900

横浜銀行 0138

りそな銀行 0010

みずほ信託銀行 0289

三井住友信託銀行 0294

三菱UFJ信託銀行 0288

商工組合中央金庫 2004

中央労働金庫 2963

かながわ信用金庫 1281

川崎信用金庫 1283

さがみ信用金庫 1288

さわやか信用金庫 1310

芝信用金庫 1319

湘南信用金庫 1282

城南信用金庫 1344

西武信用金庫 1341

世田谷信用金庫 1348

多摩信用金庫 1360

中栄信用金庫 1289

中南信用金庫 1290

平塚信用金庫 1286

山梨信用金庫 1386

横浜信用金庫 1280

小田原第一信用組合 2315

神奈川県医師信用組合 2304

神奈川県歯科医師信用組合 2305

相愛信用組合 2318

ハナ信用組合 2277

横浜華銀信用組合 2307

横浜幸銀信用組合 2306

厚木市農業協同組合 5152

神奈川県信用農業協同組合連合会 3014

かながわ西湘農業協同組合 5147

神奈川つくい農業協同組合 5162

県央愛川農業協同組合 5153

さがみ農業協同組合 5131

相模原市農業協同組合 5159

湘南農業協同組合 5137

セレサ川崎農業協同組合 5123

秦野市農業協同組合 5140

三浦市農業協同組合 5130

よこすか葉山農業協同組合 5128

横浜農業協同組合 5114

■都市・地方銀行

■信託銀行

■その他

■信用金庫

■信用組合

■農業協同組合

■問合せ先
支援給付金コールセンター

☎045-９００-５９０７
■ 受付時間 月～金（祝日除く） ９時～17時


